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事 業 名

介護・医療職やヤングケアラーは女性が多いとされています。「ケアする人をケアする」のコンセプト

の下、講演会とカフェ＆マルシェを介護福祉関連の内容で実施しました。

講演会では介護体験談のほか食支援、口腔ケアの仕方など、ヤングケアラーのような専門的な勉

強をしていない方では聴く機会の少ない、それでいて身近な問題を取り上げ好評でした。

カフェ＆マルシェでは日ごろの疲れを癒す場所を、ワークショップ・マルシェでは医療・介護系で働

く女性を中心に仕事とは別に自分らしく活躍する場を提供することができました。

講演会はカフェ＆マルシェとの同時開催の際は対面としましたが、オンラインのみ、対面オンライン

併用と様々な方法で開催し、多くの方に参加いただくことができました。また、実施の際は会場として

商店の一部を借りたほか、カフェ店やパン屋、マッサージ店など事業を通じ、地域の方々にも活躍し

ていただきました。今後も、地域に必要とされる講演を定期的に実施していく予定です。

カフェ＆マルシェでは、地域の実情、参加される方の思いを汲み、形にとらわれずに展開していき

ます。

医療・介護職に従事する会員が多い団体です。心身ともに健康で自分らしく楽しく生きがいを

持って過ごせる環境つくりのため、体組成計を使いカフェ、ワークショップとともに健康相談室を継

続実施しています。

医療介護専門職の健康サポーター養成講座、介護予防リーダー研修のほか、多くの講演会を実

施しています。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 452,903 円

浦和競馬SDGsプロジェクト～ジェンダー平等推進支援事業～

特定非営利活動法人 ヒューマンシップコミュニティ 【さいたま市】

ケアする人をケアする場所づくり事業

法 人 名

助成額 450,000 円

事 業 名

女性の働き方、親子の安全な食の確保、不耕作地の解決などを通し持続性のある環境作りを目指

すため、市内の不耕作地を借り、畑の開墾、サツマイモの栽培から収穫を実施しました。

農業は自分で仕事量の調整が可能なため、こどもの突発的な対応(発熱など)に左右されることな

く従事することができる上に、土を触ることでのストレス解消効果も期待できます。

また、農業者から指導を受ける勉強会を通し環境や食について考えることで、一時的な体験ではな

く、作り、加工し、収益を得る「6次産業」へと繋げるきっかけとなることが期待されます。

農業通信や冊子の発行により、この活動を子育て世代以外にも広く周知することができました。

8か月間で160日間の畑仕事を実施し、芋掘り体験は44組の親子が参加、農業者の講義は7名

の参加があり、焼き芋販売では60kgのさつま芋を完売しました。

天候による不作もあり、当初予定していた商品開発、販売には至りませんでしたが、ペーストを作

りパン職人、菓子作り職人の女性達に開発を持ちかけました。また、来期に向け法人内で蒸しパン等

の試作を実施し、法人の実施するこども食堂で振舞いました。

今後はこの事業をより発展し、加工品開発及び販売を実施し女性の就労に繋げたいです。

入間市内に常設の子育て支援センターを2か所、出張広場を8か所開設し運営しています。多く

の親子さんが来所し、子育て中にほっとできる時間を過ごしています。

子育て環境の向上を目指し、子育て支援の枠を超え幅広い活動を実施しています。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 927,275 円

浦和競馬SDGsプロジェクト～ジェンダー平等推進支援事業～

特定非営利活動法人 AIKURU 【入間市】

食と職で女性を元気に！サツマイモ栽培･加工事業

法 人 名

助成額 450,000 円
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事 業 名

コロナ禍にあって、乳幼児を育てている保護者には、家庭で孤独な子育てとなっている例が増加し

ています。そこで、3密対策を講じながら、不安や悩みを語り合いみんなで子育ての楽しさを共有で

きる「親子あそび＆ママのしゃべり場」(全16回)を実施しました。

①親子あそび＆ママのしゃべり場(14回)

②親子表現あそびコミュニケーションワークショップ(1回)

③はじめてのお芝居「ふうふうあーん」(1回)

参加者数は延べ、保護者167人、子ども196人、スタッフ102人です。アンケートには、「コロナ禍で

このような機会に恵まれなかったので、貴重な体験をさせていただき感謝です」と高評価を得ました。

23組の参加申込みがありましたが、オミクロン株の流行でなかなか全員が一堂に揃う状況にはあ

りませんでした。しかし、参加した方々は交流し、情報交換し合い、友達の輪が拡がりました。

全16回実施する中で、ママのしゃべり場は徐々に少なくなりました。子どもの緊張感がなくなり笑

顔が増えてくるのを見て、「ママ同士のしゃべり場も大切だが、子どもと一緒にたくさん遊んで、子ども

の笑顔を見る方が、自分たちも楽しくなり、心が解放される」ことが分かったからのようです。子どもの

目線であそびを考え設定し、見守ることの大切さがスタッフにもわかったとてもよい機会でした。

全年代の方々が地域の中で、人とのふれあいの中で心豊かに過ごせる地域・まちをつくることを

目指し、「地域の子育て力をアップし、三世代交流の場づくり」を実施しています。そのほか、子育て

広場、放課後子ども広場、高齢者サロン等も実施、運営しております。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 452,875 円

Sankeiキッズ募金 子育て振興事業

特定非営利活動法人 MiKOねっと 【三郷市】

「たのしく あ－そ－ぼ！！」事業

法 人 名

助成額 450,000 円

事 業 名

かぐや姫を題材とし殺陣やダンスなどを取り入れ、観劇経験がない方々に舞台芸術の魅力が伝わ

るよう構成したオリジナル台本「続･かぐや姫」を、仲間たちと協力して目標を成し遂げていくという、

素晴らしさや感動を味わうという目的の下、10代から30代の埼玉県民を対象に、舞台の出演者、技

術スタッフなども広く公募し、公演を開催しました。未経験者でも演劇活動ができる場としてコロナ禍

でも多くの参加者が集まりました。

かぐや姫という有名な作品を基にすることで、老若男女問わず、興味を持っていただきやすかった

と思います。また、今まで観劇に縁がなかった方々にも観劇しやすい環境を提供することができたと

思います。

公演の来場者、参加者それぞれからアンケートを取ったところ、来場者からは、「知人が出演してる

ので楽しかった」、「自分の息子が出演したが、あんな大きな声を出しているのを初めて見た」、「次回

の講演もぜひ観覧したい」など好意的な感想をいただきました。

また、参加者からは、「次回もぜひ参加したい」という感想が多く、本事業のような芸術活動を体験

する機会のニーズが確かに存在することを改めて認識することができました。

本事業で初めて演劇活動に触れたという10代・20代の参加者が、事業終了後に当団体の別事業

に参加をしたり、また別団体の活動に参加をしたりと、少しずつですが、文化芸術活動の広がりにも

寄与することができました。

県内の芸術文化活動の発展を支援するための活動を行っています。青少年劇団合同公演と銘打

ち、劇中にダンスや歌を盛り込むことで多岐に渡る文化活動団体を1つの舞台に上げ、団体同士の

交流や技術向上に寄与する活動をしています。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 926,052 円

埼玉織物工業協同組合 子どもの健全育成支援事業

特定非営利活動法人 文化活動支援会まつり 【川越市】

第8回青少年劇団合同公演「続･かぐや姫」事業

法 人 名

助成額 450,000 円
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事 業 名

今回、実施した事業は①アート作品の制作、②支援企業の拡充、③ECサイト開設による経済的支

援体制の創出、の3つです。

アート制作では、埼玉県浦和競馬組合様のご厚意で実際に浦和競馬場での写生会が実現し、迫力

ある作品が創作できました。

支援企業の拡充についても近年のSDGsの盛り上がりから新たに2社との契約が締結できました。

また、念願の障害者のアート作品を販売するECサイトも構築でき、今後の自立支援活動に新たな

一歩を踏み出すことができました。

開設したECサイトをブラッシュアップし、今後は掲載する商品や作品数をさらに拡大したいと思い

ますが、単なる販売目的ではなく障がい者アートの認知を広げるネット上での広場としても活用して

いきたいと考えます。より多くの作品を掲載することで障害者アートの認知活動につなげ、「一人でも

多くの障害者へ収益を還元する仕組み」を構築し、自立を応援したいと思います。

「障がい者の創造活動を通じた自立支援」を目的に活動を行っています。

現在は、川越市でバリフリーアートの「あいアイ美術館」、東京都北区で就労継続支援B型施設

「あいアイ工房」を運営しています。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 679,572 円

浦和競馬SDGsプロジェクト～働きがい推進支援事業～

特定非営利活動法人 あいアイ 【川越市】

アート創作活動と販路の整備を通じた障がい者の働きがい創出事業

法 人 名

助成額 450,000 円

事 業 名

「女性の創業支援」の中でも、潜在的起業希望者、起業希望者、起業して間もない方を対象に、プ

チ起業セミナーと個別相談会を行いました。セミナーは4回実施し、講師による講演のほかに各回2

名ずつロールモデルの方を呼び具体的な体験を語っていただきました。

コロナの影響により第一回のみオンラインでの開催となりましたが、対面の開催時には無料で託児

を可能とするなどより母親達が参加しやすいように工夫しました。

市や商工会議所などの公共が主催するものに比べ、敷居が低く参加しやすかったとの声を多数い

ただきました。また。ロールモデルなど、実際の生の声を聞ける機会が非常に好評でした。

参加者アンケートをみると参加者の90％以上が参加してよかったとの声をいただくことができ、こ

のような企画は一定のニーズがあり、喜んでいただけたことを感じました。中でも多かったのは興味

はあるけど何をしたらいいかわからない、自分にもできるのか心配、など「一歩」を踏み出すことの難

しさを感じている方が多いことです。

今後も継続してサポートしたいと思っています。

上尾市を拠点に埼玉全域を対象に、スキルや資格を生かして活動する女性を対象に正しい知識

を身に着けプチ経営者として学ぶ機会を作る起業支援と、子育て期の母親達へ情報を伝え、子育

てを孤独に感じない居場所づくりの2軸で活動を行っております。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 310,800 円

浦和競馬SDGsプロジェクト～働きがい推進支援事業～

特定非営利活動法人 マミング 【川口市】

「自分らしく輝く」女性の多様な働き方提案事業

法 人 名

助成額 310,000 円
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事 業 名

里山「熊井の森」での自然観察会とセットに、その周辺の果実園(柿・芋・栗)を訪ね、収穫体験をし、

地元の食材を味わいながら、生産者自身から食材の性質や育て方などのガイダンスを受けるという

「里山の食育事業」イベントを実施しました。

参加者には、「食育テキスト」を配布し、参加者に提供いただいた体験記録の写真等で「熊井の森・

味覚満喫1日ツアー写真展」を開催しました。

当イベントは法人として初めての取組であり、当初参加者30人(8家族)程度を想定していました

が、結果的に参加者65人と想定した参加者数を大幅に上回る申込みがありました。

東京近郊の里山の自然と味覚は十分に魅力があり、里山保全と地元の活性化に向けた経済的自

立の可能性に手堅い感触を得ることができました。

今回は”1日ツアー”と銘打ち、すべての企画を1日で実施しましたが、来年度以降は年3～4回の

単独企画に分けて、経費軽減と労力の効率化を図り、無理のない、継続性のある事業に育ていきた

いと思います。

埼玉県比企郡鳩山町とその周辺を主な活動地域として、環境モニタリング・環境保全・自然観察・

文化活動を行い、鳩山町北部地区の里山「熊井の森」の保全と活用のためのナショナル・トラスト活

動を行っています。

活動
内容

事業
取組

事業
成果

分野指定枠

総事業費 381,623 円

みどりと川の再生

特定非営利活動法人 はとやま環境フォーラム 【鳩山町】

熊井の森・里山の味覚満喫食育事業

法 人 名

助成額 205,000 円

事 業 名

高齢者福祉や、地域の安全、街づくり、子育て世帯の支援等に関わる団体、行政の方々と協働で健

康増進活動(主にノルディック・ウォーク教室)を実施しました。協働で推進することにより地域連携を

強くでき、この事業が終わった後も更なる活動拡大(定例化等)を計画することができました。

ノルディック・ウォークは順位もタイムも競いません。お喋りしながら老若男女が交流し、運動できる

スポーツです。今回ご参加頂いた方々(延べ368人)には、自らの健康づくりとしてのメタボ・ロコモ

の改善予防に加え、仲間とのコミュニティづくりにも役立てていただけました。

①地域連携のパートナー(100人人材)の拡大:84人(ヶ所)が、106人(ヶ所)に拡大しました。

②連携サークル数の増加:11サークルが、17サークルに増加

上記の活動を通し、多くの方にノルディックウォークを身近なスポーツとして発展させ、健康増進効

果を波及させることが出来ました。

･朝霞市社会福祉協議会 ･特定非営利活動法人リエゾンテール ･株式会社リゾン

･一般社団法人東京都ノルディック･ウォーク連盟 ・東都大学生体医工学教授 山下和彦氏 など

協働
団体

事業
取組

事業
成果

ネーミング枠

総事業費 519,215 円

JT地域とのつながりを”Rethink”SDGs貢献事業

特定非営利活動法人 NORDICあさか 【朝霞市】

「地域連携による健康増進活動の拡大」ノルディック・ウォーク100人人材パートナーシップ

法 人 名

助成額 500,000 円

SDGs事業 ●ネーミング枠 1事業 1件 500,000円
助成件数 助成金額合計

活動
内容

健康増進のウォーキングエクササイズ、ノルディック・ウォークの普及団体として、

①教室(定例会)の実施 月に9回

②出張教室の実施 月に8回

③市民参加のウォーキング大会の実施 年に1回

を継続しています。


